
平 成 ２８ 年 １月 記 者 懇 談 会 

 

 

日時 平成２８年１月２７日（水） 

                               午後１時３０分 

                            場所  委員会室 

 

 

１ 市長あいさつ 

 

２ 市政記者クラブからの質問事項                 （幹事社 東愛知） 

 

   新庁舎建設計画の最新の進ちょく状況と市長リコール署名活動への対応について 

                                  （毎日新聞社） 

 

３ 市からの発表事項 

 （１）新城市行政改革取組事例発表会の開催について           （行政課） 

 （２）新城市自治基本条例施行３周年記念フォーラムについて   （市民自治推進課） 

（３）新城市プランコンテスト「どやばい村プロジェクト」について（市民自治推進課） 

（４）若者議会広報部ブートキャンプについて          （市民自治推進課） 

（５）新城市めざせ明日のまちづくり事業補助金 

コミュニティビジネスの立ち上げ事業の導入について   （市民自治推進課） 

（６）平成２７年度中学生議会について             （市民自治推進課） 

（７）新城市市民自治会議答申について             （市民自治推進課） 

（８）平成２８年２５歳成人式について             （市民自治推進課） 

（９）節句まつりの開催について                    （観光課） 

 （１０）お得にいかまい奥三河パスポートについて (観光課・（一社)奥三河観光協議会） 

 

４ その他 

  資料提供 

（１）平成２７年版消防白書の発行について             （消防総務課） 

 

５ 行事予定表 

 

 

 

次回開催日 ２月１２日（金）午後１時～ 臨時記者懇談会（予算公表） 

            ２月１８日（木）午後３時～ 臨時記者懇談会（議会３月定例会） 

            ２月２６日（金）午後１時～ 定例記者懇談会 



報 道 機 関 発 表 資 料 

（新城市） 

提出日 平成２８年  １月２７日 

担当課・室 総務部 行政課 

担当職・氏名 課長 鈴木 勇人 

連絡先（電話） （0536）２３－７６１７ 

連絡先（FAX） （0536）２３－２００２ 

  （ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ） gyousei@city.shinshiro.lg.jp 

 

件名 新城市行政改革取組事例発表会の開催について 

 

内容 

 新城市は平成２６年度に策定した新城市行政改革推進計画に沿った行政改革に取り組んで

います。この行政改革の取組を広く市民に伝え「見える化」を図るため、下記のとおり取組

事例発表会を開催します。 

 なお、市の行政改革の取組の進捗状況を見て、外部からの検証行う新城市行政改革外部検

証委員会で今回の事例発表の項目を選定しました。 

 

記 

  １．日時 平成２８年２月２７日（土）午後１時３０分から午後３時２０分 

  ２．場所 新城文化会館 大会議室 

  ３．内容 

    （１）新城市行政改革推進計画について 

    （２）取組事例発表 

       ・自治体クラウド（行政情報）導入       情報システム課 

       ・こども園の統廃合              こども未来課 

       ・地域再生計画による市民満足度向上      スポーツ課 

    （３）講評 

  ４．新城市行政改革外部検証委員会委員 

    委員長 ：昇 秀樹（名城大学 都市情報学部 教授） 

    副委員長：長坂 富雄 （新城市代表区長会 会長） 

    委員  ：波田野 浩平（波田野法律事務所 弁護士） 

    委員  ：山川 知佐子（愛知銀行新城支店 支店長） 

    委員  ：熊谷 浩恭 （熊谷浩恭税理士事務所 税理士） 

    ※平成２６年度に新城市行政改革推進計画策定委員会委員を依頼した５名。 

  ５．定員 ７０人（先着順） 

  ６．申込方法 

 参加を希望される方は電話、ＦＡＸまたはＥメールで氏名、住所、電話番号を 

行政課までご連絡ください。 



報 道 機 関 発 表 資 料 

（新城市） 

提出日 平成２８年 １月２７日 

担当課・室 市民自治推進課 

担当職・氏名 参事 中西 幸成 

連絡先（電話） （0536）23-7693 

連絡先（FAX） （0536）23-7694 

連絡先（Ｅﾒｰﾙ） shinshiro‐jichi@city.shinshiro.lg.jp 

 

件名 新城市自治基本条例施行３周年記念フォーラムについて 

 

内容 

平成２５年度から施行しています新城市自治基本条例が、平成２７年度で３年を迎えるこ

とになりました。 

この機会に、新城市自治基本条例をさらに市民に関心を持っていただき、市民１人ひとり

が主役となってまちづくりを進めることを目的として新城市自治基本条例施行３周年記念フ

ォーラムを下記のとおり行います。 

 

記 

 

日時 平成２８年 ３月２０日（日）午前１０時００分～午後４時００分 

 

場所 新城文化会館 

１．３周年記念フォーラム（小ホール） 

２．めざせ明日のまちづくり事業と地域活動交付金事業の活動団体の成果発表パネル

展示（展示室） 

３．マルシェ・復興市（はなのき広場） 

 

資料 １．新城市自治基本条例施行３周年記念フォーラム実施要領（案） 

２．基調講演講師概要 

 



新城市自治基本条例施行３周年記念フォーラム 

（想い＋行動）×仲間＝市民のチカラ 

【実施要領（案）】 

新城市 

平成28年 １月２７日 現在  



【実施要領（案）】 
 新城市自治基本条例施行３周年記念フォーラム  「（想い＋行動）×仲間＝市民のチカラ」 
   
 主催：新城市 
 協力：マルシェ関係 
     ○飲食関係：新城市商工会・愛知東農協  
     ○物販：市民活動団体・奥三河雇用創造協議会・復興市   
   
 期日：平成28年3月20日（日） 
 
 時間：午前10時～午後4時 
 
 会場：新城文化会館 
 
 全体目的 
  自治基本条例施行３年を経て、これまでの歩みと今後の市民自治社会のあるべき姿を話し合い『市民のチカラ』の向上を目指す機会として 
  記念フォーラムを開催します。    
 
午前の部  【会場：小ホール】 
  テーマ「～全体の関係性と、これまでの取り組みを総括する～」 
  （女性議会・市民まちづくり集会・議会・若者議会・地域協議会・地域活動交付金事業・めざまち団体） 
 
○オープニングアトラクション（１０分） 
  山吉田こども陣太鼓 
  総合司会：豊橋FMラジオパーソナリティモエモエ 
○市長挨拶（５分） 
 
○自治基本条例の振り返り（６０分） 
  目的：自治基本条例制定後の自治の取組み。 
 【内容】 
★トークショー ※まちづくりへの参画の機会はどんな取組みがあるか。相関関係を明確にする。 
  コーディネーター ：松下教授 （新城市自治基本条例を補完する。） 
  パネリスト候補者 
          ：穂積市長 （なぜ自治が必要なのか）  
          ：        （議会の責務） 
          ：        （自治基本条例へ込めた思い・市民まちづくり集会を取り組んでみて） 
                         ：        （地域協議会・市民自治会議の取組み） 
          ：        （若者議会の取組み発表） 
※市民が主役のまちづくりを推進し、市民・議会・行政が対等な立場で協働して住みよいまちにしていく到達点及びビジョンを発表 
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○めざまち・活動交付金（６０分） 
  成果報告（パワーポイント） ：平成27年度めざまち・活動交付金採択団体のうち4団体（予定団体） 
   ○黄柳野自然同好会 
   ○つくで・いぃーらぁー または 作手音楽ネットワーク♪アルペジオ♪ 
   ○千郷西元気ネット 
   ○国際交流さくら 
  
  パネル展示：会場展示室 
  展示方法：部門分け 
  相談ブース：２名体制（相談受付表を作成し各担当に引き継ぐ） 
  講評：岩崎教授（愛知大学） 
 
午後の部 【会場：小ホール】～これからの取り組むべき方向～ 
目的：地縁と志縁が織りなす新城を目指し、若者や女性が活躍する社会実現へ。 
○講演会 
①基調講演70分 
    江崎貴久 氏 「まちの魅力を創出する秘訣とは！！～らしさ・ならでは～の自慢づくり」 
             ※Uターンしてきた経験から都会から戻ってくる決意を伝える。 
 
  講演終了後１０分間の休憩  
 
②パネルディスカッション（トークショー形式） 

 内容：「若者や女性目線によるこれからのまちの魅力づくりを進めるためのヒ・ケ・ツ」をテーマに江崎さんへの質疑形式 

  コーディネーター：鈴木誠教授  

  パネリスト：基調講演者 ・若者議会や市民まちづくり集会などの女性を主役に６名程度 

  講演内容に触発されて自分の思いやこれからの希望を語り、自分の日頃の経験から聞きたいこと質問する。 

  候補者：（若者代表）        

        ：（市民活動団体）    

       ：（地域協議会）     

       ：（女性議会）        

       ：（市民まちづくり集会）   等 

 

  配置方法：椅子のみ※配置方法（中央）講演者・コーディネーター （両サイド）パネラー 

③講評：鈴木教授 
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【終日】  

○マルシェ 【会場：はなのき広場】 

  （企画・運営について各団体と協議） 

★目的：地域でまちづくりに参加する人との交流           

★会場レイアウト：会場設置可能ブース数最大47張（※復興市含む） 

★出店者 

    市民活動団体ブース：市民活動団体で活動PRしたい団体・活動交付金採択団体 

    飲食ブース       ：商工会・愛知東農協をベース 

    物販ブース       ：市民活動団体・商工会・愛知東農協 

    飲食・物販ブースは新城産を使用する条件で出店依頼 

    子ども陣太鼓演奏：午後実施 

  

★募集方法 

    申し込み期限：2月15日 

    配置コマ数を確認の上、 各ブースの必要数を算出し募集を行う。  

    市民活動団体ブース：○自治振興事務所 H27年度地域活動交付金採択団体 

                                H26年度以前の地域活動交付金採択団体や市民活動団体をピックアップ 

                   ○市民自治推進課 H27年度めざまち採択団体 

                                H26年度以前のめざまち採択団体や市民活動団体をピックアップ        

 

★フォーラムの目的内容と合致させるため、住民自治をPRする取組み（看板設置・パネル展示等） 

     

 ○めざまち・活動交付金 【会場：展示室】 

  パネル展示（全ての平成27年度めざまち活動団体及び地域活動交付金団体） 

  相談ブース設置（来年度申請したい人が相談できる場）：２名配置（相談受付表記入の上担当者へ引き継ぐ） 
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○ 周知方法 

  はなまるしんしろ掲載：3月号掲載（2/25発刊）・・・2月12日 掲載原稿〆 5月号掲載（4/25発刊）・・・まちワクに成果掲載  

  防災行政無線：開催日3日前～ 

  チラシ：平成28年2月15日区長文書発送 （各戸配布） 

  ポスター：平成28年2月15日区長文書発送  

  ホームページ：1月28日から掲載（イベント枠） 

  ティーズテロップ：３月９日（水）～３月１６日（水） 

  ティーズ：当日取材あり 

  議員定例報告、記者懇談会：1月27日 

 

○イベント記録  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



実施スケジュール（案） 

内容 時間 場所 

【午前の部】 

オープニングアトラクション 10：00~10：10 

小ホール 

市長あいさつ  10：10~10：15 

新城市自治基本条例の振り返り（トークショー） 10：15~11：15 

めざまち・地域活動交付金成果発表（めざまち１団体・活動交付金３団体） 11：15~12：15 

【午後の部】 

基調講演 13：30~14：40 

小ホール 

～休憩～ 14：40~14：50 

パネルディスカッション（トークショー） 14：50~15：30 

市長・議長あいさつ 15：30~15：40 

【終日開催】 

めざまち・地域活動交付金成果報告展示 10：00~16：00 展示室 

しんしろ こだわりマルシェ 10：00~16：00 はなのき広場 
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講師の紹介 江崎貴久（えざききく）氏 

 

京都外国語大学外国語学部英米語学科卒業後、 

1996年エトワール海渡東京本社就職、1年後、有限会社 菊乃設立、代表取締役就任。観光業の本来あるべき

姿を見直し、地産地消を基本に、海月の経営を開始。 

2000年には、有志とともに(有)オズとして「海島遊民くらぶ」を立ち上げ、鳥羽らしさの最も残った地域であ

る離島をフィールドに自然や生活文化を通して環境と観光、教育と環境を一体化させたエコツアーを展開。 

 

現在、観光や環境に関わる行政委員や、地元の鳥羽市エコツーリズム推進協議会会長を務め、鳥羽市や観光協

会の新たな指針の下、地域の漁観連携を進めております。また次世代のリーダー・人材育成・地域全体での資

源活用のあり方を研究しながら実践するとともに、各地の地域の活性化に取り組んでいる。 

 

 

【現職】 

有限会社 菊乃 代表取締役（旅館海月 女将） 

有限会社 オズ 代表取締役（海島遊民くらぶ） 

国立大学法人 三重大学 大学院生物資源学研究科博士後期課程 資源循環学専攻 

（その他、公職） 

環境省中央環境審議会臨時委員 

中京テレビ放送 放送番組審議会 委員 

NPO法人日本エコツーリズム協会 理事 

みなとまちづくりマイスター 

中部圏広域地方計画有識者会議委員 

国土交通省中部運輸局 観光アドバイザー 

海上保安部第 4管区友の会 理事 

三重県観光審議会 委員 

石川県里山づくり推進協議会専門委員会 委員 

伊勢志摩国立公園 70周年実行委員会 委員 

鳥羽市エコツーリズム推進協議会 会長 

鳥羽市観光協会 理事 

 

 

 

【主な海島遊民くらぶ団体受賞歴・その他外部評価】 

■ 2005 年スタッフ中 3 名（江崎貴久・桃園ゆかり・兵頭智穂）が日本エコツーリズム協会の全国「このガイ

ドさんに会いたい 100 人」に選定。 

■ 第５回環境省エコツーリズム大賞受賞 

 

【江﨑貴久個人受賞歴】 

■ 男女共同参画大臣 女性のチャレンジ賞特別部門賞（環境）受賞 2008/6/27 

■ 地域づくり総務大臣賞 個人表彰受賞 2010/12/21 

■ みなとまちづくりマイスター認定 2014（国土交通省整備局長賞 2014/8/5 受賞） 



報  道  機  関  発  表   資   料  
 
 
（新城市） 

 

提出日 平成２８年１月２７日 

担当課・室 市民自治推進課 

担当職・氏名 課長 三浦 彰 

連絡先（電話） （0536）23-7692 

連絡先（FAX） （0536）23-7694 

（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ） shiminjichi@city.shinshiro.lg.jp 
 
 
 

件名 新城市プランコンテスト「どやばい村プロジェクト」について 
 
 

内容 

見出しの件について、下記のとおり開催します。 
 

記 

１． 開催日について 

平成 28年 3月 19日（土）～21日（月） 

 

２． 開催場所 

鳳来川合 乳岩及び付近の遊休農地 県民の森 
 

３． 目的 やばいを集めた村である「どやばい村」を作り、やばいことが体験できる場所

として 観光地化していく。そのためのプランを出してもらい、実現していくと同時

に、今回 の参加者にはどやばい村民として今後新城のために活躍してもらうきっか

けを作る。 
 

４． 開催概要 消滅可能性都市に挙げられた新城市は、「高齢化」「少子化」「人口減少」「耕

作放棄地 の増加」「獣害」「空き家」といった日本の多くの地方が抱える課題が凝縮し

ている。 新城にワクワクをもたらすために必要なものは「やばい」※というキーワー

ド。「やば いをつくる３日間」をコンセプトに、全国から若者を新城に集め、空き家

を宿泊施設 として利活用し、遊休農地の一定区画を活用した若者の視点による「ムラ

づくり」の 提案を求める。前半はやばいプログラムを体験し、後半でやばいプランを

考え発表す る。 
 

５． 募集要項 募集人

数：30 人 

対象年齢：15 歳～35 歳の若者 

参 加 費：高校生 3,000 円、専門学生・大学生 5,000 円、その他 8,000 円 

補 助：最大 2 万円の交通費補助 

申込期間：平成 28 年 1 月 28 日～平成 28 年 2 月 29日 
 

６． 募集チラシ 別紙のとおり 
 

※「やばい」とは・・・文化庁の国語に関する意識調査によると、１０代の９割の若者が使用する 

「とてもすばらしい」という意味 

mailto:shiminjichi@city.shinshiro.lg.jp




報 道 機 関 発 表 資 料 

（新城市） 

提出日 平成２８年１月２７日 

担当課・室 市民自治推進課 

担当職・氏名 課長 三浦 彰 

連絡先（電話） （0536）23-7692 

連絡先（FAX） （0536）23-7694 

  （ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ） shiminjichi@city.shinshiro.lg.jp 

 

件名 若者議会広報部ブートキャンプについて 

 

内容 

見出しの件について、下記のとおり開催します。 
 

記 

１． 開催日 

平成２８年２月６日（土）、７日（日） 
 

２． 開催場所 

まちなみ情報センター 
 

３． 目的及び概要 

    若者が活躍できるまち「新城市」のイメージと知名度の向上を図るため、全国に向

けて若者議会の取り組みを発信するとともに、若者議会委員が効果的なＰＲ手法を学

び、若者のＰＲ力を高めることを目的として、若者議会委員からなる「若者議会広報

部」を立ち上げた。 

このたび、若者議会委員のＰＲ力を養成するため、株式会社電通による広報力養成

短期集中ブートキャンプを開催する。多方面で活躍されているフリーライター皆本類

市を講師に招き、若者委員に広報部員の心得やインタビュー記事の書き方などを学び、

若者議会ホームページにおいて今後の若者による情報発信の礎を築きあげる。 

 

４． スケジュール 

別紙のとおり 
 

５． 講師 

フリーライター 皆本 類 氏 



新城市若者議会広報部　広報力養成短期集中ブートキャンプ2days タイムテーブル案

コマ 時刻 時間 タイトル

9:45 集合

1時間目 10:00 - 11:00 60分 広報部員の心得と基礎技術講義

2時間目 11:15 - 12:15 60分 Webコンテンツをつくるとは何か

3時間目 13:15 - 14:45 90分 【ワークショップ 1】とにかく 記事を作ってみよう

4時間目 15:00 - 16:00 60分 ホームページこれからどうする？

16:00 - 17:30 懇親会

9:15 集合

1時間目 09:30 - 10:20 50分 取材について

2時間目 10:30 - 12:00 90分 【ワークショップ 2-1】インタビュー記事を書いてみる

3時間目 12:45 - 14:15 90分 【ワークショップ 2-2】インタビュー記事を書いてみる

4時間目 14:30 - 15:20 50分 企画を実現するために何をすべきか

5時間目 15:30 - 16:30 60分 今後の広報部の戦略を練る

お昼休み

お昼休み

2/7 sun

Day 2

2/6 sat

Day 1



報 道 機 関 発 表 資 料 

（新城市） 

提出日 平成２８年 １月２７日 

担当課・室 市民自治推進課 

担当職・氏名 課長 三浦 彰 

連絡先（電話） （0536）23-7692 

連絡先（FAX） （0536）23-7694 

  （ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ） shiminjichi@city.shinshiro.lg.jp 

 

件名 
新城市めざせ明日のまちづくり事業補助金  

コミュニティビジネスの立ち上げ事業の導入について 

 

内容 

 従来からのまちづくり全般への支援に加え、新たな公共の担い手を掘り起すため、若者や

女性によるコミュニティビジネスの立ち上げにかかる支援メニューを新たに設け、市民活動

の拡充をより一層促進していきます。 

（別添資料のとおり） 

 

 

参 考 

新城市めざせ明日のまちづくり事業補助金の補助区分について 

①コミュニティビジネス立ち上げ事業【新設】 

 

②従来枠（育成期・自立期・拡充期）【継続】 

※地域計画に基づく事業は地域活動交付金での申請へ移行 

 

 

募集期間 

平成２８年４月から５月（予定） 

 

 

審査会（公開プレゼンテーション） 

平成２８年６月（予定） 

 

 

 

 



新城市めざせ明日のまちづくり事業補助金 コミュニティビジネス立ち上げ事業について 

 

 

補助事業の目的 

 市内でコミュニティビジネスを起業し、又は創業する若者及び女性を支援することで、市民活動の分野に今まで比較的参加の少なかった若者と女性に参加してもらい、地域活動を行うプレイヤーになってもらう。 

 

コミュニティビジネスの定義 

コミュニティビジネスとは、地域課題の解決やニーズの充足を地域住民が主体となって、ビジネスの手法（収益性を確保して）を用いて継続的に行っていく事業活動 【愛知県コミュニティビジネス支援指針】 

 

コミュニティビジネスの特徴 

コミュニティビジネスは、地域の課題を補助金だけに頼らずに、事業主体の自己資金や寄付金、会費などに加えて、事業を続けていくための財源を事業収入自体でまかなうことを目指した活動 

事業収入を得ることで、活動の担い手が労働の対価を得られることになり、持続的に活動を実施することができる。それが雇用を生み出せば、地域経済の活性化や雇用の安定にもつながる。 

コミュニティビジネスの担い手としては、様々な組織形態があり、ＮＰＯ法人、市民活動団体（任意団体）、営利企業、消費生活協同組合など【愛知県コミュニティビジネス支援指針より】 

岐阜県恵那市では中野方町の「農事組合法人やさいの会」や岩村町の「株式会社えーないわむら」、「笠置山栗園生産組合」、「ＮＰＯ法人恵那市坂折棚田保存会」など様々な組織形態があった。 

 

ビジネスの手法 

ビジネスの手法とは、例えば特産品を開発し、販売することで事業収入を得たりする方法や、子育て支援の一環として放課後児童クラブを創設し、児童クラブの運営費を入会希望者から毎月回収していくことなどが

考えられる。ビジネスの範囲に定義は設けていないが何らかのサービスを提供し、安定的に収益性を確保していくということ。そのサービスを受けることで受益者にリメットが生じ、事業全体として地域の課題が解決

されていくもの 

 

一般のビジネスとの違いについて 

コミュニティビジネスと一般のビジネスとは、商品やサービスを提供し、対価を得るという点では同じである。しかし、コミュニティビジネスでは、地域の課題を解決し、コミュニティの利益を目的とする。 

 

 

 

 

※営利・非営利について 

営利とは構成員の経済的利益を追求し、団体の利益を構成員が分配すること。非営利とは利益を上げてはいけないという意味でなく、利益が上がっても構成員に分配せず、団体の活動目的を達成するための費用にあてること。 

 

 

期待される成果 

 

地域課題の解決       経済的活力、活性化      市民力向上、協働の推進      働き場づくり     団体の自立、促進     女性・若者の参画 

 

 

対象となる団体 

新城市内でコミュニティビジネスを新たに開業するもの、または既存事業体が新たなコミュニティビジネスの創業に取り組むもの 

特定非営利活動法人 市民活動団体など（人格は問いません） 

一般的なビジネス コミュニティビジネス 
利潤を追求し、利益の分

配を行うもの 

地域課題の解決し、地域

の利益を目的とするもの 



新城市めざせ明日のまちづくり事業補助金 コミュニティビジネス立ち上げ事業について 

 

コミュニティビジネスの実例 

 

事例 団体名 活動を始めたきっかけ【身近な地域課題】 事業内容【地域課題の解決方法】 

① 
岐阜県恵那市  農事組合法人  

なかのほう不動滝やさいの会 

地域で作った野菜の余りを使って地域の農業振興と活性化を行えないか

ということから地域のお母さんたち（約 30人）が不動滝野菜の会を結成

した。 

新鮮で安心、安全な地域野菜の生産・販売と地元野菜を使った加工品、食事の提供及び地域の食

の伝統継承活動や直売所、加工所の運営、農地の有効活用等中野方地区の農業振興と活性化に寄

与する。 

野菜の販売 お食事処「あじ菜」運営事業 学校給食、こども園給食への食材提供 町内会行事

へも参加し、地域に密着した活動を実施している。 

② 
岐阜県多治見市  

特定非営利活動法人Mama’s Café 

関東から引っ越しをして岐阜県多治見に来た時に知り合いもいない中で

の子育ては孤独でつらいものであった。そういった境遇にいる方を集め

てサークルを結成した。当初はただ楽しいだけでやっていたが、様々な

時代背景もあり、楽しいだけでなく、少しでも家計の足しにしたいとい

うことで、子どもと一緒に働ける場を作りたいという思いから事業を開

始した。 

子育てママのリフレッシュプレイスをコンセプトとして、子育てママの気持ちが少し楽になる空

間と時間を提供するとともに、子育てママが子どもと一緒に出勤して働くことができる、「子育て

ママによる子育てママのためのカフェ」を運営している。いきいきと子育てママが社会参加でき

る場所を目指して、カフェ事業、雑貨販売事業、教室事業などを実施している。 

③ 
和歌山県和歌山市  

ＮＰＯ法人ＨＡＮＤＳ和歌山 

同居の祖母がだんだんと介護が必要になってきたり、当時勤めていたサ

ロンに車椅子で苦労して通って来るお年寄りの姿を見たりしていた。そ

ういう人たちをサポートする仕事ができないかと考えたことがきっかけ

で 1999年に事業を開始した。 

寝たきりや障害のために気軽に髪を切りに出かけられない高齢者や障害者を対象とした、訪問理

容サービスの提供。理容師等約１０名で、和歌山市を中心に活動を実施している。 

 

 

自由枠事業、地域活動交付金、若者チャレンジ補助金との差別 

イベントなどの運営費に対する補助金ではなく、コミュニティビジネスを立ち上げ、自立化に向けた収益性を確保できる事業に対して「家賃・改装費」「機器購入費」「自立に向けた講習費」「宣伝費」など補助をする。 

実績報告時に起業を証明する書類（税務署に届ける個人事業の開業・廃業等届出書など）を提出してもらうことで、従来枠、地域活動交付金、若者チャレンジ補助金事業との差別化を図る。 

  

 

若者と女性が中心のグループを支援する点について 

市内の若者と女性を中心としたグループに焦点を絞ることで、今まであまり市民活動分野や地域課題の解決に向けた活動への参加が比較的少なかった層にまちづくりのプレイヤーになってもらうこと促し、新たな公

共の担い手の掘り起しを行う。 

 

 

構成員人数について 

 １６歳以上の市民２人以上で構成し、次の要件のいずれかに該当する事業であること 

 （１）若者が半数を占める団体 （２）女性が半数を占める団体 



報 道 機 関 発 表 資 料 

（新城市） 

提出日 平成２８年１月２７日 

担当課・室 市民自治推進課 

担当職・氏名 課長 三浦 彰 

連絡先（電話） （0536）23-7692 

連絡先（FAX） （0536）23-7694 

  （ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ） shiminjichi@city.shinshiro.lg.jp 

 

件名 平成 27年度中学生議会について 

 

内容 

見出しの件について、下記のとおり開催します。 
 

記 

１． 開催日時 

平成２８年２月２日（火）午後１時３０分～ 
   

２． 開催場所 

市議会議場 
   

３． 当日スケジュール及び参加者名簿 
 
別紙のとおり 



■議長　東地　光平さん　（八名中２年） 平成２８年２月２日開催

中学校 質問テーマ

２年 垣内田　滉 さん

２年 藤原　柚輝 さん

２年 安形　紫織 さん

２年 山本　隼矢 さん

２年 天野　竜佑 さん

２年 森田　竜斗 さん

１年 仲藤　行哉 さん

２年 山本　耕作 さん

２年 土生　純也 さん

２年 西口　裕登 さん

２年 加藤　公香 さん

２年 酒井　星 さん

２年 井口　雅也 さん

２年 松井　成樹 さん

２年 島田　祐里 さん

２年 平野　真以子 さん

２年 三井　宏恭 さん

２年 山本　千裕 さん

２年 瀬野　航太 さん

２年 平田　衣智伽 さん

２年 朏　颯 さん

２年 齋藤　隼佑 さん

２年 佐宗　空 さん

２年 田中　奈緒 さん

１年 齋藤　亜佳梨 さん

平成２７年度　新城市中学生議会　一般質問順序表

1 八名中学校

2 東郷中学校

「ＡＥＤの設置状況と設置理由について」

「新城市のＰＲについて」

「学校施設の老朽化について」

「山村交流施設の活用方法について」

5 鳳来中学校

3 千郷中学校

6 作手中学校

4 新城中学校

「過疎化対策について」

「今後の鳳来支所、作手支所の役割と対策について」

「交通安全に関わる道路整備について」

「安全な登下校について」

「安心して住める住民プランについて」



13時00分

13時30分 3分

13時33分

14分 移動2分

2分

2分

2分

2分

10分 移動2分

14分 移動2分

14時33分 10分

2分

2分

2分

2分

14分 移動2分

2分

2分

2分

2分

10分 移動2分

14分 移動2分

15時43分 5分

48分 3分

51分 3分

54分

※発言順についてはH28.1.12の校長会で決定

平成27年度新城市中学生議会　当日のスケジュール

集合　リハーサル（議場）

中学生議長あいさつ　　　八名中学校2年　　東地光平さん

開会

33分 八名中学校

関連質問等と答弁

2分

2分

53分 東郷中学校

関連質問等と答弁

14時13分 千郷中学校

関連質問等と答弁

質問②　「学校施設の老朽化について」

答弁：教育部長

質問①　「新城市の過疎化対策案について」

答弁：企画部長

15時03分 鳳来中学校

関連質問等と答弁

答弁：教育部長

答弁：総務部長

答弁：建設部長

記念撮影とティーズインタビュー後、順次解散（16時00分～）

各中学校・自宅へ送迎（希望者のみ）

質問①　「ＡＥＤの設置状況と設置理由について」

答弁：消防長

質問①　「新城市のＰＲについて」

答弁：企画部長

23分 作手中学校

関連質問等と答弁

若者議会ビデオメッセージ

市議会議長あいさつ

市長あいさつ

質問①　「山村交流施設の活用方法について」

休憩
43分

2分

閉会

新城中学校

関連質問等と答弁

答弁：教育部長 2分

質問①　「安全な登下校について」

答弁：総務部長

質問②　「安心して住める住民プランについて」

質問①　「今後の鳳来支所、作手支所の役割と対策について」

質問②　「交通安全に関わる道路整備について」



報 道 機 関 発 表 資 料 

（新城市） 

提出日 平成２８年 １月２7日 

担当課・室 市民自治推進課 

担当職・氏名 課長 三浦 彰 

連絡先（電話） （0536）23-7692 

連絡先（FAX） （0536）23-7694 

連絡先（Ｅﾒｰﾙ） shiminjichi@city.shinshiro.lg.jp 

 

件名 新城市市民自治会議答申について 

 

内容 

 

１． 開催日時 

平成２８年２月１０日（水） 午後６時から 

 

２． 開催場所 

市長室 

 

３． 内容 

諮問「新城市自治基本条例の運用について」に対する答申 

 



報 道 機 関 発 表 資 料 

（新城市） 

提出日 平成２８年１月２７日 

担当課・室 市民自治推進課 

担当職・氏名 課長 三浦 彰 

連絡先（電話） （0536）23-7692 

連絡先（FAX） （0536）23-7694 

  （ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ） shiminjichi@city.shinshiro.lg.jp 

 

件名 平成 28年 25歳成人式について 

 

内容 

見出しの件について、下記のとおり開催します。 
 

記 

１． 開催日時 

平成２８年１月３０日（土）午後１時～ 
 

２． 開催場所 

新城文化会館 大会議室、展示室他 
 

３． 開催概要 
 

はじまりの会（大会議室） 

  12：30～13：00 開場・受付開始 

  13：00～13：05 開会のことば・趣旨説明 

13：05～13：15 穂積市長・市議会議長・竹下実行委員長 鼎談 

13：15～13：20 お仕事応援ブース出演者ＰＲ 

13：20～14：00 山﨑武司氏トークショー 

14：00～14：15 人間知恵の輪 
 
フリータイム（展示室他） 

14：15～15：20  ブースごと自由行動 
 
おわりの会（大会議室） 

15：30～15：40 プレゼン大会 

15：40～15：45 審査・表彰 

15：45～15：50 抽選会 

15：50～15：55 教育長あいさつ 

15：55～16：00 閉会のことば 

 

 

 

 



報 道 機 関 発 表 資 料 

 

４．ブース協力者 
 
○特産品ブース 

・つくしんぼうの会 

・hana*sweets 

・鈴木製茶 

・新城市商工会 
 
○お仕事応援ブース 

・合同会社アグリホリック 

・だわり屋（酒のリカプラ新城店） 

・Natural country cake chacha 

・ハローワーク新城 

・新城市民病院 

・訪問看護ステーション 

・こども未来課（こども園） 

・産業政策課 

 

５．ミニ講演会 講演者一覧 

  Natural country cake chacha 所 香汐 氏 

  だわり屋 鈴木 則寿 氏 

  合同会社アグリホリック 安形 真 氏 



報 道 機 関 発 表 資 料 

 
（新城市） 

提出日 平成２８年１月２７日 

担当課・室 産業・立地部 観光課 

担当職・氏名 課長 榊原法之 

連絡先（電話） （0536）32-0516 

連絡先（FAX） （0536）32-1170 

連絡先（Ｅﾒｰﾙ） hri-kankou@city.shinshiro.lg.jp 

 

件名 節句まつりの開催について 

 

内容 

<第 14 回しんしろ節句まつり> 主催：しんしろ節句まつり実行委員会 

日程：平成 28 年 2 月 11 日(木・祝)～2 月 14 日(日) 午前 10 時から午後 5 時  

※最終日は午後 3 時まで 

場所：新城文化会館 

行事内容 

 ・2 月 11 日(木･祝) オープニング 午前 10 時から 新城文化会館 展示室  

テープカット、子どもパフォーマンス等 

 ・2 月 13 日(土)    子どもまつり 午前 10 時から 新城文化会館 303 会議室等 

    ゲーム、スタンプラリー、子育て情報誌さくらの体験コーナー等 

 ・開催期間中      雛の店 新城文化会館 301 会議室  

            ちりめん細工・クッキー・どら焼き・雛菓子等の販売 

            JA 愛知東の特産品・新城高校の鉢花等の販売 

  ※その他詳細は、チラシ参照 

         

<節句まつり in ほうらい> 主催：鳳来ひなの会 

日程：平成 28 年 2 月 24 日(水)～2 月 28 日(日) 午前 10 時から午後５時 ※最終日は午後３時まで 

場所：新城市開発センター 

行事内容 

 ・2 月 24 日(水) オープニング 午前 10 時から 新城市開発センター 3 階 大会議室 

 ・2 月 25 日(木)～27 日(土)  午前 10 時から午後 3 時 手づくり講習会  ※材料費実費 

 ・開催期間中 三角くじ 来場者対象で人形やストラップの景品があたる。 

  ※その他詳細は、チラシ参照 







報 道 機 関 発 表 資翌

件名    |お 得にいかまい奥三河パスポートについて

平成 28年 2月 13日 (土)に開通をする新東名高速 (豊 田東」CT～浜松いなさJCT間)に

新城 ICができることにより、首都圏や静岡、名古屋、尾張、関西方面からの観光客の増加

が見込まれることが予想され、(―社)奥三河観光協議会では、奥三河への誘客促進及び来訪

者へのおもてなしの一つとして、「お得にいかまい奥三河パスポー ト」を企画・作成いたしま

した。

この企画に参加している奥三河 4市町村45店舗で、別添のパンフレットを提示いただく

だけで、入館料、入浴料の割引、ちょつびリプレゼントや施設利用者特典サービス等の提供

を受けられます。

高速道路PA、 SA、 旅行会社への情報提供、奥三河地域内の道の駅、奥三河でのイベン

ト開催時等で配布する予定です。

配布枚数、 15,000部 とし、(―社)奥三河観光協議会公式HP「キラッと奥三河観光

ナビ」から1スマー トフォンでパスポー ト画面を提示すること|により、パンフレット同様の

特典が得られます。

高速道路PA、 SA、 旅行会社への情報提供、奥三河地域内の道の駅、奥三河でのイベン

ト開催会場となります。

(新城市)

提出日 平成 28年 1月 27日

担当課・室 観光課、(一社)奥三河観光協議会

担当職・氏名 課長

局長

榊原 法之

安彦 誠一

連絡先 (電話 ) (0536)32‐ 0022(観光協会)

連絡先 (FAX) (0536)32‐ 2111(観光協会)

連絡先 (Eメ→レ) ahikoOshinshirokankou com

8年 1月 18日 (月 )～平成 29年 12月 26日 (火)までの約 2年間とします。
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愛鰈民の李レストランしゃくなげ

_ソ
はづ木

lilil,『夕兄硯醤酒ブレゼント

リ湯の風HAZU

I!!lil:鏃 t彪∫趾
ント

ノおかめ茶屋

_,長
篠城址史跡保存館 ノ福田園製茶

80536‐ 34-0139
■営業時間/
(4月 ～9月 )9100～ ]フ 30
(10月 ～3月 ,900～ 1フ 00
■休業曰 /毎週木曜日

(祝日の時は営業)
■開店30分前までの対応

住所 新城市下吉田字田中106]

80536‐ 22‐ 0673
■聞館l.間′
9:00～ 1フ:00
■休業曰′火曜日
(祝日の時は翌日)

五平餅割弓166円 -10o円
(お 1人様5本まで)

ン
設楽原歴史資料館 ジ新城観光ホテル

はづ合掌

ン鳳来ゆ～ゆ～ありいな

喫茶9:00～ ]フ:00

お食事 1100～ ]500
■休業日 月曜日

新城市門谷宇息来寺760
優 知県民の森モリトビア豪知内)

お食事をされた方にコーヒー

又は紅茶1杯サービス

住所 新城市門谷宇木戸 1

五平餅2本以上(又は500円 以上)

お買い上げの方に
ゆす昧噌おでん1本プレゼント

a0536‐ 32‐0162
■開館時間
9:00～ ]フ100
X入館は]630まで
■休業日/火曜日

(況日の時は翌日)

入館料割ヨI

大人210円→160的
小人100円 -50円

60536‐ 22‐ 1402
■営業l.間′
1100～ 14:00
(f● は事前予約)

■体業曰
′大曜日

米月]回月曜休み有(n火・ lt)

住所 新城市宇東入船63

お食事をされた方に
コーヒー 1杯プレゼント

80536‐ 22‐ 0083
■営業l.間 /
(平日,900～ 2000
(曰 察日)9:00～ 19:00
■体業曰/木曜日

住所 新城市市場合3丁目814

二健曇課ξ,22126

1000円 以上お買い上げの方に

スティックケーキ1本プレゼント

こ宿泊の方に地酒の

利き酒セットブレゼント

a0536-32‐ 1211
■宿,自/
1N]3:00′ OUT]]:00
■日帰つ/]100～ 1430
■休業日′不定休

● 0536‐ 32‐ 1545
■宿,自

IN]5:00′ OUT]0100
■昼食 ′〕]00～ 1400
■休業曰/不定休

住所 新城市彗岡宇大谷下351

a0536‐ 23‐8880
■営業時間
8:30～ 19:OO
■休業日′′年中無lt

住所 新城市杉山字荒丼439

80536‐ 32‐2212
■営業時F・5

]0:00～ 21100
(■ 日祝夏休み期l.lは 900より開館)

■体業曰/火曜日
(祝 日の時は理日)i2′ 291′ 1

こ入浴された方に
オリジナ,レタオ,レプレゼント
(当クーボンは のこ本人1回に限る)

80536‐ 32‐ 1211
■宿泊
IN1 5:00/OUT10:00
■曰帰り ]]:00～ ]430
■体業曰 不足体

住所 新城市豊岡籠 上]1-4

ノ旅館ひさこ

●■ 新城市菫両字大谷下462

入浴料割弓

大人1000円 -800円
小人 500円 -400円

働所 新城市豊m宇滝上25

全商品10%OFF

|| ‐ ■     ‐住所 新城市玖老勢宇新榊

_′
学童農園山びこの丘

ン
とみかわや杉山店

a0536‐ 35‐ 1191
■宿泊
IN1 5:00/OUT10:00
■休業日′年末年始

こ宿泊の方に

オリジナルスイーツ1個プレゼント
(こ予約時にバスボート● 1用の旨お言えください,

新城茶をお買い上げの方に

緑茶のど飴プレゼント

ン/湯
谷観光ホテル泉山閣

日帰り→′ヽンドタオ
'レ

ブレゼント

こ宿泊ヽ地酒1合プレゼント

80536・ 32‐ 1535
■営業時間/
]]00‐ ―]4100
■体業日 不定体

日帰リプラン こ宿,自の方に

ワンドリンクサービス

圃

入浴料害1弓

大人1000円 -500円
小人 600円 -300円

り鳳来寺山自然科学博物館 鳳来寺山ろく食事処かさすぎ
´,大野宿美術珈琲鳳来館

,道
の駅鳳来三河三石

入館料割ヨl

大人210円 -160円
小人 100円 -50円

入館料割ヨ|

大人300円 -200円
小人100円 → 50円

お食事をされた方に
コーヒー 1杯サービス

奮 0536‐ 35‐ 1001
■開館l.間/
9:00～ 1フ:00
日休業日/火曜日
(祝日の時は翌日)

住所 新城市門谷録 路6番地

a0536‐ 22‐0845
■営業

'手

間′

8:30～ 18:30
■休業日 水曜日

住所 新拉市宇稿向5トフ

a0536‐ 35‐0955
■営業時間

9:OO‐-16100
■休業曰/無休

住所 新城市門谷早下浦45

80536‐ 32‐ 2332
■営業時間/
11:00--22:00(L021:00)
■休業日′

大曜日(祝日の時は理曰)

住PF 新城市大野字上野1フ 2

□翼肥砂‰ト

a0536‐ 25‐ 0500
■営業時間′

900～ ]800
(配達時や農作業時不在有り)

■体業日 本定休

住所 新城
"t来

薇52番地

|うどん久五郎新城店

_,池
田屋

_ン
ともえうどん

a0536‐ 32-0934
■営業時間
]]:00～ ]4:00
1フЮO～20:00
■休業日/
月曜日(祝 日の時は翌火曜日)

お食事をされた方に

ウーロン茶またはオレンジジュース
1本無料サービス

60536‐ 22‐ 1234
壼営業時F.5′

10:00～ 20100
(大浴場 女性風呂は不定休)

■休業曰
′
年末12月 31ロ

住所 新城市笠岩]卜 ]

_ノ
山本屋製菓舗

お食事をされた方に
コーヒー1杯プレゼント

1000円以上お買い上|力の方に、10%:l弓

プラス新城酪菓「本宮の剌をi個サービス、
コーヒーお茶をセルフサービスにてこ日共

80536‐ 24‐3005
■営業時間′
9100～ 18100
■休業日 /年中無休

住所 新城市八東穂五反田3297

ラーメンコーナー利用の方
ラーメン100円 引き

_ノ
洋菓子喫茶ポンパドール

_ノ
道の駅もつくる新城

a0536‐ 22‐3845
■営業時間
1100～ 2300
■休業曰/無休

に所 新城市野田上市場25943

500円以上お買い上げの方に

ちょつびリプレゼント

）
ｌ

■

・

一
　

嘴

一

ンはづ別館
_夕

旅荘みつい

甦 :uF

※施設 店箭の定休曰 営業時間等は予告なく変更となる場合があります また 消費税変更等に伴い 予告なく料金が変更となる場合があります



⑫つぐ高原グリーン■ク課町oみのや旅館
雪 0536-83-2344
■営業時間′

′

9100～ ]フ100

■休業曰/木曜日

l.・所
北設晏郡設楽町津具字東山2156

トマトソフト(7‐ 11月 )

お茶ソフト(46月 )

害」弓1350円 -300円

(I)道
硼アグリステーシヨンなぐら設楽町

 (Iン
喫茶 花の樹 設楽町

o焼
肉ダイニング炎天家 設楽町

、り
体暇村 茶臼山高原    |

⑫
関谷醸造 株式会社  設刹

80536‐ 87‐2345
■営業時間/
8100～ 1フ100
■休業曰 ′木躍曰

に所
北設楽郡目晏村販宇場宇卸所平70185

設楽町

壼 0536‐ 83‐2156
■営業時間
8100‐ -20:00
■休業曰/不定休

住所/
1臓棗郡設楽町澤貝宇寺屋敷l15

1泊通常

lilil需螂ず… □硼 0円

80536‐ 65‐0888
日営業時間

(3月～ 11月 )800～ 1フ:00

(]2月 ～2月)800～ ]630
■休業曰 月曜日日 本

(祝日の時は翌大曜日 )

に所′
北設楽郡設楽町西納環字森田32

祓了
謝6

北鉄 郡設楽町田峯字鐵台沢37

111il蟄∞円

80536‐ 62‐ 1552
■営業時間
フ:30～ 20:00
E休業曰/曰 躍曰

住所
北設楽郡設楽町田口字向木屋21

a0536‐ 62‐2929
■営業時間/
]200～ 2100
■体業曰・ 月曜日
第2第 4火曜日

60536‐ 76‐ 1220
■営業時間/
800～ ]フ 00
■休業曰/大 水 木曜日

住所
北設楽罰東榮町三綸平粟502(東 榮駅構内)

7,700円 ―フ,000円
+アイスサービス

量り売りのお酒を

こ購入の方に

お酒の掘 tサービス

ボート割ヨl(20分 )

1,000円-300円
ゴーカート割引(2周 )

500円 -400円

コ イコ所/~北
設

…

□宇川原田2]

お食事をされた方に

ソフトドリンク1杯プレゼント

||ltl:ししヽたけ狩り楽国 東 宝 苑 ■ |:11  ‐ |●|]1

酵「|■キ|ヽ 3盟ξ′6‐ 1722

手打ちそば処 ゆばやし ,I■ 1:

二聾錦緊浮
8-5433

9:00～ ]8100
(夜予約営業有)

■休業日/月 曜日

:I二ど
‐■

臨 町中設難 平344

定食をC注文の方に
コーヒー1杯サービス

、ジ茶自山高原

ヽヽ
一
・

80536‐ 76‐ 1151
■営業時間/
1100--14,00
iフ:00～ 20:00
■休業曰/水曜日

■営業時間・
10:00～ 16:00
■体業日/水 木曜日

`主

所′

(東栄剛本験交流館内日東副 学ヽ校)

IIIiltti鰊鮒:□輻詭円 500円 以上お買い上げの方に
ミニクッキープレゼント

日帰り入浴割弓
大人 500円 -400円
小人 300円 -200円

_ノ
御宿清水館

_ノ
レストランみどり

● 0536・ 87-2025
■営業時間/
8100～ 20100
■休業曰/不定体

住所′

北設楽郡豊根村坂宇場御所平45]

こ宿泊 お食事をされた方に
サービストリンクプレゼント

容 0536‐ 35‐ 1180
■営業時間/
10:00～ 20:00
■休業日/木曜曰

回123認島お食事をされた方に
ちょつびリデザートプレゼント

ン湯の島温泉
1ク

大入の郷
a0536‐ 85‐ 1033
■営業時間/要予約
■休業曰/要予約

基 11,:√ I=」 願 華郡豊出 下剛 序 桧良駒 98

カヌー体験害」引
1時間1500円 -1,000円

L]憩 い    :11」 食べる      学

`ヽ

 体験する      買う    屋]遊 ぶ      ブレゼン ト

施設利用料割ヨ

大人 420円→320円
小人 310円 -210円

伊キラッと鱒
奥三河観光ナビ
Okumikawa Tourism Navi

「 しまし―ヽも、
"」

」
道の駅豊根グリーンポート宮嶋 ■

t,湯
～らんど′Uレとよね

壼 0536‐ 87‐2050
■営業時間 900～ 1フ 00
■休業曰 水曜日
米5月連体～芝桜 夏休み

紅葉シーズンは休業日なし

北酸楽郡勁長村娠宇場早宮の嬌293

場の島温泉
a0536‐ 89‐2062
(―社)とみやまの里
容 0536‐ 89‐2007
菫営業時間/]000～ 1900
■休業曰/月 大水本金峨駆営業)

iと設楽郡塁根村宙山宇兎鹿ノ平123

住所
北設桑郡豊根付上黒

"字
長野田20

カラオケ害I引

最初の 11寺 間のみ500円引き

(1部屋1000円～)

プログラムの
詳細や

最新情報は

http://www.okuminavi.lp/ 1キ ラッと奥三河 回
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報 道 機 関 発 表 資 料 

（新城市） 

提出日 平成２８年 １月２７日 

担当課・室 消防総務課 

担当職・氏名 課長 野々村哲史 

連絡先（電話） （0536）22－4801 

連絡先（FAX） （0536）22－4821 

 

件名 平成２７年版消防白書の発行について 

 

内容 

 平成２７年中の新城市及び北設楽郡内で発生した火災・救助・救急の現況をまとめました。 

 

１ 火災の状況について 

火災件数は２６件で、前年と同数であった。 

このうち、林野火災は発生しておらず、前年の４件から大幅に減少した。 

また、建物火災は前年と同数であるが、建物焼損面積は前年より半分近くに減少した。 

しかし、死者数は前年から４人増の５人となり、高齢の方が犠牲となっているため、高

齢者やその家族等を対象とした住宅防火対策の徹底を図る必要がある。 

 

２ 救助の状況について 

  救助出動件数は５５件で、前年比２件の減少であった。 

  このうち、交通事故への出動が対前年比６件減の１７件と減少したものの、全体の約３

１％を占め最も多い割合となった。次いで、その他の事故に含まれる山岳事故の出動が１

２件となり全体の約２２％を占めた。 

平成２８年２月には新東名高速道路の開通が予定されており、地域活性が期待される反

面、重大事故の発生及び出動件数の増加が懸念され、本市としても万全の対策を図り、被

害の軽減に努める必要がある。 

 

３ 救急の状況について 

救急出場件数は２,４０４件で、前年比７８件の減少であった。 

  前年からは減少しているものの減少率は３％に過ぎず、救急出場件数の増加傾向に歯止

めがかかったとは言い難い状況である。 

事故種別では、急病、交通の出場件数において減少または横ばいであったことに対し、

一般負傷においては微増しており家庭内での転倒事故などによるものと考えられ、今後そ

の転倒事故などを予防する「予防救急」の普及啓発活動を実施していく必要がある。 

  平成２８年２月には新東名高速道路の開通が予定されており、多重事故・多数傷病者事

案などの発生が心配されることから、医療機関とより綿密な連携を図ることが重要である。 

 



2月 新　城　市　長　日　程　予　定　表 新城市

作成現在日：

日 曜日 行　　　　　　　　　　　　　　　事

1 月 9 ： 00 3月補正予算市長査定 新城 東庁舎 会議室

2 火 9 ： 00 3月補正予算市長査定 新城 東庁舎 会議室

14 ： 00 中学生議会 新城 東庁舎 議場

3 水 9 ： 00 3月補正予算市長査定 新城 第2庁舎 2階会議室

13 ： 30 総合教育会議 新城 勤労青少年ホーム 研修室B

4 木 12 ： 00 五日会 新城 本庁舎 政策会議室

15 ： 00 東三河広域経済連合会全体会議 豊橋 ﾎﾃﾙｱｰｸﾘｯｼｭ豊橋

17 ： 00 東三河広域経済連合会懇談会 豊橋 ﾎﾃﾙｱｰｸﾘｯｼｭ豊橋

5 金 13 ： 30 豊川水源基金理事会 豊橋 豊橋市役所

6 土 10 ： 00 長篠・設楽原合戦屏風絵図看板除幕式 新城 馬防柵再現地

7 日 10 ： 00 連谷小学校閉校記念式典 鳳来 連谷小学校

15 ： 00 若者議会広報部ブートキャンプ修了証授与式 新城 まちなみ情報センター

8 月 9 ： 00 部長会議 新城 本庁舎 政策会議室

14 ： 30 新城・設楽消防事務連絡協議会 新城 消防防災センター

16 ： 00 奥三河ビジョンフォーラム新春懇談会 新城 JA愛知東本店

9 火 10 ： 00 東三河広域連合2月定例会 豊橋 豊橋市役所 議場

10 水 10 ： 00 東三河広域連合2月定例会 豊橋 豊橋市役所 議場

18 ： 00 新城市市民自治会議答申受納 新城 本庁舎 市長室

11 木 10 ： 00 第14回しんしろ節句まつりオープニングセレモニー 新城 文化会館 展示室

12 金 9 ： 00 議員への報告会 新城 東庁舎 委員会室

10 ： 30 第１回産業自治振興協議会 新城 本庁舎 政策会議室

13 ： 00 記者懇談会 新城 本庁舎 政策会議室

13 土 10 ： 00 新東名高速道路開通式典 岡崎 岡崎SA

14 日 10 ： 00 海老小学校閉校記念式典 鳳来 海老小学校

11 ： 30 地域医療講演会 新城 文化会館 小ホール

15 月 13 ： 00 第２３回三遠南信サミットin東三河 豊橋 穂の国とよはし芸術劇場PLAT

16 火 9 ： 00 市政経営会議 新城 本庁舎 市長室

12 ： 00 三役会 新城 本庁舎 市長室

13 ： 30 新城市観光協会第２回理事会 新城 商工会館３階 大会議室

17 水 15 ： 00 代表区長会議 新城 本庁舎 政策会議室

17 ： 30 代表区長との意見交換会 新城 清月

18 木 10 ： 00 議案説明会 新城 東庁舎 議場

11 ： 00 議員への報告会 新城 東庁舎 委員会室

15 ： 00 記者懇談会 新城 本庁舎 政策会議室

19 金 15 ： 00 愛知県市長会役員会 名古屋 自治センター

20 土 10 ： 00 黄柳野高校卒業式 鳳来 黄柳野高校 体育館

21 日 9 ： 30 鳳来西小学校閉校記念式典 鳳来 鳳来西小学校 体育館

11 ： 00 愛知建連新城支部第５９回定期総会 新城 新城観光ホテル 東館

13 ： 00 東京大学史料編纂所特定共同研究シンポジウム 新城 文化会館 小ホール

18 ： 30 太田昭宏前国土交通大臣を囲む懇談会 豊橋 ﾎﾃﾙｱｰｸﾘｯｼｭ豊橋

22 月 15 ： 00 東三河５市企業連携懇談会 東京 浜松町會舘

23 火 14 ： 00 新城市交通安全推進協議会 新城 勤労青少年ホーム 軽運動場

16 ： 30 来客　全国大会出場者激励 新城 本庁舎 市長室

24 水 13 ： 30 平成２７年度新城市防災会議 新城 勤労青少年ホーム 軽運動場

25 木 10 ： 00 市議会定例会本会議第１日 新城 東庁舎 議場

26 金 11 ： 00 議員への定例報告会 新城 東庁舎 委員会室

13 ： 00 記者懇談会 新城 本庁舎 政策会議室

27 土 13 ： 30 新城市行政改革取組事例発表会 新城 文化会館 大会議室

28 日 11 ： 00 小久保三夫氏叙勲祝賀式 豊橋 ﾛﾜｼﾞｰﾙﾎﾃﾙ豊橋

29 月 13 ： 30 平成２７年度新城市健康づくり推進協議会 新城 保健センター

： 00

平成28年

平成28年1月23日

時　　間 場　　　　　所


